
平成23年度

　１　基本情報

　２　管理運営の実績

　　　　①指定管理事業

　　　　①利用者数（人） ※ハーモニープラザ全体の利用者数

　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

　　　　＜処分の状況＞

0件

　　　　＜関連文書の公開状況＞

　　　　＜文書開示申出の状況＞

0 件 0 件 0 件

0 件 0 件 0 件

※開示決定がなされた事案の概要

※不開示決定がなされた事案の概要

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）

事業報告書 ○ ○ －

計算書類 ○ ○ －

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 千葉市社会福祉事業団ＨＰ

基本協定書 ○ ○ －

年次協定書 ○ ○ －

事業計画書 ○ ○ －

（５）市への不服申立て 　　　　＜件数＞

　　　　＜概要＞

（６）情報公開の状況

文書名
公開方法（場所）

当該施設 市政情報室 左記以外の方法

件数

使用許可 ― ―

使用不許可 ― ―

使用の制限 ― ―

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

9,093 0 9,093

（４）指定管理者が
行った処分の件数 処分の種別 処分根拠

事務費 160,461 169,445 94.7%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 9,947 10,056 98.9%
その他は、経理区分間繰入
金支出（決算額の増額は、前
期末支払資金残高収入と同
額を支出に含むため）

その他 10,936 10,256 106.6%

合計 181,344 189,757 95.6%

指定管理委託料 189,757 189,757 100.0%
その他は、前期末支払資金
残高 680千円

その他 680 0

合計 190,437 189,757 100.4%

183,916 172,757 106.5% ― ―

（３）収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

施設維持管理 通年 施設の維持管理

（２）利用状況

Ｈ２３年度
(A)

Ｈ２２年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ２３目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

指定管理者評価シート

施設名
千葉市ハーモニープラザ
（施設維持管理）

指定管理者
千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体
（社会福祉法人　千葉市社会福祉事業団）

指定期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 所管課 保健福祉局地域福祉課
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　３　利用者ニーズ・満足度等の把握

（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果

　ア　調査方法：アンケート記入式

　イ　回答者数：回答者数　７１５人

　ウ　質問項目：Ｑ１．ハーモニープラザ及び本日のイベントを何で知りましたか

Ｑ２．本日のご利用等について

　ａ．どこを利用されましたか

　ｂ．以前に利用したことのある施設はありますか。

　ｃ．知っている施設を教えてください

　ｄ．どのような手段で来ましたか

　ｅ．本日はどれくらいの時間ご利用されましたか

Ｑ３．施設を利用されていかがでしたか

　ａ．清掃は行き届いていましたか

　ｂ．危険な場所などはありませんでしたか

　ｃ．館内の案内表示は分かりやすかったですか

　ｄ．職員の対応はいかがでしたか

Ｑ４．施設の全体的な満足度をお聞かせください

【回答者の属性】

【質問項目について】

下記③を参照

（２）市に寄せられた意見、苦情

1 件

Ｑ５．ハーモニープラザにおいて実施している催しもの等について今回来館されて体験された
ご感想及び今後やってほしい企画等がありましたらお聞かせください。また、お気づきの点や
ご意見・ご要望などがありましたらご記入ください。

③主な意見、苦情と
それへの対応

・職員によるハーモニープラザ敷地内駐車場の利用に対する苦情

⇒指定管理者に事実確認を行い、改善を指示した。

 Ｑ5について

③アンケートにより得
られた主な意見、苦情

とそれへの対応

・エントランスホールに地震等緊急時に情報がわかるようにテレビを設置してほしい

⇒エントランスホールに緊急時用テレビを設置。（台風情報など利用者に対し情報を提供。）

・自動販売機に点字表示をしてほしい。（視覚障害者のご利用者）

⇒障害のある方が多く利用される、１階管理室前自動販売機に点字表示を行った。

①意見、苦情
の収集方法

市ホームページに所管課の連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス）を明示。
市への意見や苦情は、電話、Ｅメール、市長への手紙等で行われる。

②意見、苦情の数

 Ｑ2-aについて「男女共同参画センター」24%、「障害者福祉センター」9%、「障害者相談センター」3%、「ことぶき
大学校」24%、「社会福祉研修センター」7%、「ボランティアセンター」3%、「成年後見支援セン
ター」3%、「その他」16%、「無回答」11%

 Ｑ2-bについて「男女共同参画センター」21%、「障害者福祉センター」9%、「障害者相談センター」6%、「ことぶき
大学校」14%、「社会福祉研修センター」10%、「ボランティアセンター」7%、「成年後見支援セン
ター」2%、「その他」5%、「無回答」26%

 Ｑ2-cについて「男女共同参画センター」17%、「障害者福祉センター」17%、「障害者相談センター」11%、「こと
ぶき大学校」20%、「社会福祉研修センター」12%、「ボランティアセンター」13%、「成年後見支援
センター」7%、「その他」35%

 Ｑ4について 「満足」58%、「やや満足」23%、「どちらともいえない」5%、「やや不満」2%、「不満」0%、「無回答」
12%

 Ｑ2-dについて「徒歩」19%、「自転車」20%、「電車」14%、「バス」16%、「車」29%、「その他」2%

 Ｑ2-eについて「午前」46%、「午後」20%、「1日」24%

 Ｑ3-aについて「良い」73%、「普通」12%、「悪い」0%、「無回答」15%

 Ｑ3-bについて「ない」81%、「ある」2%、「無回答」17%

 Ｑ3-cについて「良い」44%、「普通」36%、「悪い」3%、「無回答」17%

 Ｑ3-dについて「良い」61%、「普通」25%、「悪い」1%、「無回答」13%

②調査の結果

住　　区 「中央区」47%、「花見川区」5%、「緑区」8%、「稲毛区」6%、「若葉区」12%、「美浜区」8%、「千葉市
外」3%、「無回答」11%

 Ｑ1について 「市政だより」43%、「市政だより以外の情報誌等」3%、「ホームページ」3%、「家が近所」15%、「家
族・知人等から」13%、「その他」23%

性　　別 「男」32%、「女」46%、「無回答」22%
来館者数 「1人」40%、「2人」14%、「3人」6%、「4人」3%、「5人以上」4%、「無回答」33%

年　　代 「10歳代以下」9%、「20歳代」5%、「30歳代」8%、「40歳代」9%、「50歳代」9%、「60歳代」29%、「70
歳代」14%、「80歳代以上」0%、「無回答」17%

①アンケート調査
の実施内容
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　４　指定管理者による自己評価

　５　市による評価

施設ホームページの作成 2
ハーモニープラザのホームページを作成し、
周知を行っている。

苦情解決体制 2
苦情受付担当者を配置し、利用者からの苦
情・意見に対し、誠実に対応を行っている。

モニタリング等の実施

ハーモニープラザフェスタの開催 2
ハーモニープラザ管理運営共同事業体が指
定管理者になってから開催している行事で今
年度も開催を行った。

パンフレットの作成 2
施設だよりを発行して理解周知を図ってい
る。

窓口業務 2
利用者の案内の際にはカウンターから出て丁
寧な対応を行っている。

2
各施設の紹介、利用案内に関する情報が分
かりやすく紹介されている。

利用促進の方策

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

個人情報保護 2
千葉市社会福祉事業団で規定する個人情報
保護規程に基づいて適正に実施している。

アンケートの実施 2

ハーモニープラザ内にアンケートボックスを常
置し、利用者に対し積極的に記入をお願いし
ているほか、利用者の意見を把握しやすいよ
うアンケート内容の見直しを図っており、意見
に対しては誠実に対応している。

自己評価の実施 2
施設管理各分野にわたり適正に実施されて
いる。

（１）市民の平等な利用の確保、施設の適切な管理その他市長が定める基準

関係法令等の遵守
情報公開 2

千葉市社会福祉事業団で規定する情報公開
規程に基づいて適正に実施している。

・施設維持管理については、建築基準法に基づく点検をはじめとして、各種設備及び機器類の定期点検を計画どおり実施した。ま
た、必要に応じ順次修繕を実施し、利用者が安全かつ快適に施設利用できる状態を維持した。
・館内各施設間はもとより、関係機関との連絡調整を行った。
・多様なニーズに対応するため、各種委員会を立ち上げサービスの向上を図った。（地域交流委員会、モニタリング委員会、リスクマ
ネジメント委員会）
・市民に広くハーモニープラザを知って頂く機会として「第６回ハーモニープラザフェスタ」を開催した。（開催期間：平成23年12月3日
（土）～12月11日（日） 期間中延参加者数：7,683人 対前年比約10%増）
・東日本大震災による電力不足に伴い、国からの要請を受け夏季における節電を実施するとともに、引き続き可能な限り節電に努め
た。（使用量対前年比で29.9%の削減）

評価
※１ A 所見

・法定点検の実施や施設環境整備への取組み等、適正な建物管理を実施している。
・市民の安全・安心な利用を確保するため共同事業体間の連携を深める組織作り、情報の
共有化に積極的に取り組んでいる。
・緊急時に迅速な対応ができるようにする為、マニュアルを整備し職員に徹底させ、防災訓
練を実施し緊急時対応体制の強化に取り組んでいる。

男女の均等な機会と待遇の確保 2
男女の均等な機会と待遇の確保に努めてい
るものの未だその機会はない。

リスク管理 保険加入 2
被害が発生した場合には、速やかに市に報
告するとともに市で加入する賠償補償保険と
は別に賠償責任保険に加入している

市内業者の育成 市内業者の登用 2

施設の維持・管理を行うに際し、その一部を
第三者に委託し、又は請負わせる等の場合
は、原則として市内業者を対象とし、必要に
応じ準市内業者、市外業者と対象を拡大して
いくよう努めている。

継続雇用 2 業務従事者を引き続き雇用している。市内雇用・継続雇用へ
の配慮、障害者雇用
の確保、男女共同参

画の推進

市内雇用 2 市内在住者を雇用している。

障害者雇用 2
障害者雇用に努めているものの、未だその機
会はない。

複合施設の管理協力
体制の構築

ハーモニープラザ内の他施設との管理協力体
制の構築 2

ハーモニープラザを構成する各施設で管理
運営共同事業体協議会や管理運営会議、各
種委員会を開催し、協力体制を図っている。

（２）施設の効用の発揮、施設管理能力

利用者サービスの
向上

利用案内
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※１　評価の基準について

　Ｓ…仕様、事業計画を超える実績・成果が認められるなど、管理運営が特に良好に行われていた。

　Ａ…概ね仕様、事業計画通りの実績・成果が認められ、管理運営が良好に行われていた。

　Ｂ…仕様、事業計画通りの実績・成果が認められず、管理運営に関して改善を要する事項があった。

※２　履行状況について

　３点・・・仕様、提案を上回る実績・成果があった　　

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　

　１点・・・仕様、提案どおりの管理運営が行われなかった

　６　保健福祉局指定管理者選定評価委員会の意見

設備に関する法定点検・定期点検・劣化等へ
の対応を行い、管理台帳を作成し備品の管
理・記録を徹底し、駐車場管理に関しては、
駐車場内外で起こりうるトラブルの発生防止
に努める取り組みを実施している。

清掃業務の実施 2
安全かつ快適な環境を享受できるよう清掃業
務計画書を作成し、この計画に沿って各種清
掃業務を実施している。

管理業務の実施
設備・備品・駐車場管理業務の実施 2

責任の所在 2

各事業所管理運営においては、各団体の長
が最終的な管理責任をもって業務を遂行し、
個々の業務においては、各事業所に責任者
を配置し、個別業務を推進している。

保守管理業務の実施 2
安全で最適な状態で使用できるように予防保
全を基本とし、職員・委託業者により日常点
検及び定期点検を実施している。

職員の配置・能力向上

職員研修の実施 2

経営感覚や問題解決能力を身に付けサービ
ス向上に努めるとともに、利用者満足度の高
い施設サービスを提供するため職員研修を
実施している。

職員の配置 2 計画通りの職員配置が行われている。

合計 64

地域住民との交流 2
ハーモニープラザフェスタの開催等、地域住
民との交流を促進する取り組みを行ってい
る。

ボランティア・研修生の受入れ 2

建物管理という面では事業の性質上受け入
れになじまないが、学生を対象としたハーモ
ニープラザ・ツアーを企画実施する等積極的
な取組を行っている。

（３）管理経費の縮減

支出見積の妥当性 計画的な予算執行がなされているか。 2 概ね計画どおりに執行されている。

地域との連携

避難訓練の実施 2
ハーモニープラザ全体で年に２回防災訓練を
実施している。

警備の実施 2
利用するすべての方々が安全に利用できる
ように日中の巡回を徹底し、警備業法等を遵
守した警備業務を実施している。

マニュアルの整備 2
施設維持管理業務各分野に関するマニュア
ルを作成し実施している。

マニュアルの整備 2
災害、事故、感染症等緊急時に備え、緊急対
応マニュアルを整備している。

緊急時の体制 2
緊急対応マニュアルに基づいて緊急時の体
制を整備している。

・　 財務状況については、本委員会に提出された財務諸表等の資料を確認した範囲内では、倒産や撤退等のリスクは認められず、
特段の問題はないと認められる。
・　管理運営については、概ね適切に管理が行われていると認められるが、次の事項に留意されたい。
①　職員の研修については、事業計画どおり実施されていない研修もあるため、今後、拡充を図ること。
②　アンケートの回答者数は増えているが、利用者数に比べ、まだ少ないので、利用者の声を吸い上げる機会をさらに設けること。

管理運営経費の
低廉化 コスト削減の取組みは適正か。 2

電気受給契約について、特定規模事業者と
の契約を検討したが、震災の影響で契約に
は至らなかった。しかし、東京電力と夏季にお
ける割引契約を締結し、経費の節減を行っ
た。また、電話契約においてもひかり電話を
導入し、経費の節減を行った。

平均 2.0

緊急時の対応
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